
.

ｽﾀｰﾄ 選手名 選手名 選手名 選手名 ｽﾀｰﾄ 選手名 選手名 選手名 選手名

時間 出場コース 出場コース 出場コース 出場コース 時間 出場コース 出場コース 出場コース 出場コース

1日目ｽｺｱ 110 1日目ｽｺｱ 112 1日目ｽｺｱ 113

ｲｹﾀﾞ ﾘﾂｺ ﾐｳﾗ　ﾕｷｴ ﾜﾔﾏ ｱｹﾐ

池田 利津子 三浦 幸恵 和山 明美
古河GL ｳｨﾝｻﾞｰ ｳｨﾝｻﾞｰ

1日目ｽｺｱ 99 1日目ｽｺｱ 100 1日目ｽｺｱ 103 1日目ｽｺｱ 106 1日目ｽｺｱ 107 1日目ｽｺｱ 107 1日目ｽｺｱ 108 1日目ｽｺｱ 108

ｾﾀﾆ　ｻﾄﾐ ｼﾐｽﾞ ﾐﾕ ｵﾄﾍﾞ ｹｲｺ ﾊﾏﾉ ﾏﾎ ﾀｹ　ｶｵﾙ ｵｶﾓﾄ ﾐﾗﾝ ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶｺ ﾂﾁﾀﾞ ｻﾄﾐ

瀬谷 里美 清水 心結 乙部 桂子 濱野 舞保 武 かおる 岡本 美蘭 近藤 貴子 土田 聡美
ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 朝霞ＰＧ ｳｨﾝｻﾞｰ 昭和の森 八千代 紫あやめ36 ﾑｰﾝ茂原 ｳｨﾝｻﾞｰ

1日目ｽｺｱ 97 1日目ｽｺｱ 97 1日目ｽｺｱ 97 1日目ｽｺｱ 99 1日目ｽｺｱ 104 1日目ｽｺｱ 105 1日目ｽｺｱ 106 1日目ｽｺｱ 106

ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔ ﾔｸﾞﾁ ｶﾝﾅ ﾆｼﾅ ﾘｴ ﾐｽﾞｶｷ ﾏﾘｺ ﾀﾁﾊﾞﾅ ｶｵﾘ ｸﾎﾞﾀ　ｶﾂﾗ ﾐｽﾞｶﾐ ﾀｶﾐ ｱﾍﾞ ｶｵﾘ

中島 彩 矢口 カンナ 仁科 理恵 水柿 まり子 橘 佳織 久保田 桂 水上 高美 阿部 香穂里
ｳｨﾝｻﾞｰ ｳｨﾝｻﾞｰ 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 古河GL ﾑｰﾝ茂原 三井の森 昭和の森 紫あやめ36

1日目ｽｺｱ 96 1日目ｽｺｱ 96 1日目ｽｺｱ 96 1日目ｽｺｱ 97 1日目ｽｺｱ 101 1日目ｽｺｱ 102 1日目ｽｺｱ 102 1日目ｽｺｱ 102

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾐ ﾌｼﾐ ﾊﾙｶ ﾐﾄ　ｱｶﾘ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｺ ﾐﾔﾏ　ｱｵｲ ｵｶﾀﾞ ﾐﾁｺ ｵｶﾞﾀ ﾐｷﾖ ﾅｶﾞｲ ﾄﾓﾐ

渡部 裕美 伏見 春香 水戸 明里 山本 優子 宮間 あおい 岡田 美智子 小形 幹世 永井 智美
古河GL 三井の森 新玉村 朝霞ＰＧ 八千代 ｳｨﾝｻﾞｰ 紫あやめ36 古河GL

1日目ｽｺｱ 93 1日目ｽｺｱ 93 1日目ｽｺｱ 93 1日目ｽｺｱ 93 1日目ｽｺｱ 100 1日目ｽｺｱ 100 1日目ｽｺｱ 100 1日目ｽｺｱ 100

ﾐﾔｷ ﾞｱｵｲ ｽｽﾞｷ　ﾖｳｺ ﾅﾘﾀ ﾙﾅ ｻｶﾆｼ ﾘｮｳ ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾐ ﾊﾔｼ ｴﾘｺ ｱｷﾔﾏ　ｼｮｳｺ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｵﾙ

宮城 葵 鈴木 陽子 成田 月奈 坂西 涼 山本 智美 林 絵理子 秋山 祥子 渡邉 薫
那須野ヶ原 八千代 ﾑｰﾝ茂原 三井の森 古河GL ｳｨﾝｻﾞｰ 三井の森 朝霞ＰＧ

1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 89 1日目ｽｺｱ 92 1日目ｽｺｱ 92 1日目ｽｺｱ 98 1日目ｽｺｱ 99 1日目ｽｺｱ 99 1日目ｽｺｱ 99

ｸﾛｶﾜ ﾘﾅｺ ｵﾏﾀ ﾕｽﾞﾊ ﾏﾂﾓﾄ ﾏｲ ﾊｷﾞﾜﾗ ﾅﾉｶ ｺﾏｷ ﾐﾜｺ ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｺ ﾎﾝﾀﾞ　ｶﾂﾗ ﾓﾘﾀ ﾉﾌﾞｺ

黒川 莉奈子 小俣 柚葉 松本 真衣 萩原 菜乃花 小牧 美和子 松田 裕子 本田 かつら 森田 信子
ｳｨﾝｻﾞｰ 那須野ヶ原 昭和の森 朝霞ＰＧ 紫あやめ36 紫あやめ36 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 朝霞ＰＧ

1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 98 1日目ｽｺｱ 98 1日目ｽｺｱ 98 1日目ｽｺｱ 98

ｺﾝﾄﾞｳ ﾌﾐ ｻｶｸﾞﾁ ﾐﾅｺ ｵｵﾀ ﾂﾑｷﾞ ｸﾞﾝｼﾞ ﾚﾅ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾐｺ ﾄﾖｼﾏ ｴﾘｺ ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾙ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｷｺ

近藤 楓美 坂口 瑞菜子 太田 紬 郡司 玲奈 山口 真美子 豊島 絵里子 吉田 馨 宮澤 由紀子
古河GL 霞南ＧＣ 那須野ヶ原 古河GL 千葉よみうり 霞南ＧＣ ﾑｰﾝ茂原 鹿島南蓼科

1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 96 1日目ｽｺｱ 96 1日目ｽｺｱ 97 1日目ｽｺｱ 97

ｽｽﾞｷ ｹｲｶ ｲﾄｳ ｱﾂﾞｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾐ ｶﾝﾉ ｱﾕﾐ ﾌｹ ｼﾞｭﾝｺ ﾀｸﾗ ﾏﾕﾐ ﾜﾀﾅﾍﾞﾙﾐｺ ﾔﾏﾉ　ﾅｵﾐ

鈴木 桂花 伊藤 藍月 渡辺 彩心 管野 あゆみ 福家 淳子 田倉 真由美 渡邉 留美子 山野 直美
ﾑｰﾝ茂原 ｳｨﾝｻﾞｰ ｳｨﾝｻﾞｰ 那須野ヶ原 紫あやめ36 朝霞ＰＧ 紫あやめ36 八千代

1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 95 1日目ｽｺｱ 95 1日目ｽｺｱ 96 1日目ｽｺｱ 96

ﾓﾘ ﾐｽﾞﾅ ﾅｶﾞﾐﾈ ﾊｺ ﾊﾏﾉ ｻｷ ｽｷﾞｼﾀ　ﾏｲ ﾎｼﾉ ｷｮｳｺ ｲﾀｶﾞｷ ﾀｶｺ ｲｼｸﾞﾛ ｱｷｺ ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ

森 瑞那 長嶺 葉子 濱野 紗綺 杉下 舞 星野 響子 板垣 貴子 石黒 明子 宇田川 望
紫あやめ36 紫あやめ36 朝霞ＰＧ 八千代 紫あやめ36 千葉よみうり 紫あやめ36 紫あやめ36

1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 94 1日目ｽｺｱ 95 1日目ｽｺｱ 95 1日目ｽｺｱ 95

ﾀｶﾀﾞ ﾅｵ ｻｲﾄｳ ｶﾉﾝ ﾔｸﾞﾁ　ﾏﾘ ﾂﾁﾔ ｱﾕ ﾀﾅｶ ｾｲｺ ｵｵﾊﾞ ｴﾘｺ ｺﾅﾂ ﾑﾂﾐ ﾄｵﾔﾏ ｻﾄｺ

高田 菜桜 齋藤 華音 谷口 槙梨 土屋 あゆ 田中 聖子 大場 栄理子 小夏 睦 遠山 聡子
ﾑｰﾝ茂原 朝霞ＰＧ ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ ﾑｰﾝ茂原 朝霞ＰＧ 紫あやめ36 ｳｨﾝｻﾞｰ ｳｨﾝｻﾞｰ

1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 94 1日目ｽｺｱ 94 1日目ｽｺｱ 94 1日目ｽｺｱ 94

ﾂﾉﾀﾞ　ﾕﾒｶ ﾊｾｶﾞﾜ　ｱｲﾐ ｲﾜﾔ ｻｸﾗ ｵｶﾓﾄ ﾘｵ ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾏﾐ ｽｽﾞｷ ﾏﾕｺ ｵｻﾞﾜｴﾐ ｺﾐﾔﾏ　ﾔﾖｲ

角田 夢香 長谷川 愛美 岩谷 咲来 岡本 利桜 山元 珠美 鈴木 真由子 小澤 江美 小宮山 弥生
新玉村 新玉村 朝霞ＰＧ 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ ﾑｰﾝ茂原 霞南ＧＣ 紫あやめ36 三井の森

8:48 8:48
1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 93 1日目ｽｺｱ 93 1日目ｽｺｱ 93 1日目ｽｺｱ 93

ﾁｮｳﾅﾝ ﾋｶﾙ ｾｷｸﾞﾁ　ﾐﾂﾞｷ ｵﾉﾀﾞ　ﾈﾈ ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾈ ｶﾜﾊﾗ　ﾘｮｳｺ ｲｽﾞﾐ ﾄﾓｺ ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾐ ﾌｼﾞｲ　ﾏｻﾐ

長南 ひかる 関口 美月 小野田 寧々 山本 華菜音 河原 綾子 和泉 友子 鈴木 知美 藤井 まさみ
ｳｨﾝｻﾞｰ 新玉村 新玉村 昭和の森 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 千葉よみうり ﾑｰﾝ茂原 八千代

1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 92 1日目ｽｺｱ 92 1日目ｽｺｱ 92 1日目ｽｺｱ 92

ﾀｶﾉ ｱｲﾋ ﾀｹﾔ ﾏﾋﾛ ｸﾞﾝｼﾞ ﾓﾓｶ ﾆｼﾔﾏ ﾁﾘ ﾀｶﾀﾞ　ﾀｶｺ ﾅｶｼﾏ ﾄﾓﾐ ｱﾗｶﾜ ｴﾘｺ ｲﾄｳ ｴｲｺ

高野 愛姫 竹谷 茉紘 郡司 桃果 西山 知里 高田 貴子 中島 友美 荒川 えり子 伊藤 永子
那須野ヶ原 霞南ＧＣ 古河GL 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 八千代 ﾑｰﾝ茂原 昭和の森 朝霞ＰＧ

1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 91 1日目ｽｺｱ 91 1日目ｽｺｱ 91 1日目ｽｺｱ 92

ｳｴﾀ ﾐｸ ﾆｼﾑﾗ ｽｽﾞｶ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｳﾅ ﾅﾘﾀ ｴﾏ ｸｽﾓﾄ　ｱﾔｺ ｱﾀﾞﾁ ﾘﾅ ﾄﾐﾀ ﾅﾂ ｲｼｲ　ﾐｸ

上田 澪空 西村 涼花 川畑 優菜 成田 瑛麻 楠元 彩子 安達 吏那 富田 奈都 石井 美紅
昭和の森 ﾑｰﾝ茂原 ｳｨﾝｻﾞｰ ﾑｰﾝ茂原 八千代 ﾑｰﾝ茂原 ｳｨﾝｻﾞｰ 八千代

1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 90 1日目ｽｺｱ 91 1日目ｽｺｱ 91 1日目ｽｺｱ 91

ﾖｼﾀﾞ ﾘﾝ ﾔﾏｳﾁ ﾘﾝﾅ ﾊﾞﾊﾞ ｻｷ ｲｲｼﾞﾏ ｻｵﾘ ﾀｶｲ ﾄﾓﾐ ﾀｶﾊｼ ﾉﾘｺ ｶﾜｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ ﾋﾀﾞｶ ｻｴｺ

吉田 鈴 山内 鈴奈 馬場 咲希 飯島 早織 髙井 智美 高橋 紀子 川口 智美 飛高 佐江子
ﾑｰﾝ茂原 霞南ＧＣ 昭和の森 ｳｨﾝｻﾞｰ 紫あやめ36 市原ｺﾞﾙﾌ 朝霞ＰＧ ｳｨﾝｻﾞｰ

1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 90 1日目ｽｺｱ 90 1日目ｽｺｱ 90 1日目ｽｺｱ 90

ｾｷﾈ ﾘｵ ﾌﾙﾔ ｼｮｳｶ ﾅｶｻﾞﾜ ﾙﾅ ｲｼｻﾞﾜ ﾘｱﾝ ﾊｯﾄﾘ ｷﾐｺ ﾂﾕｷ ﾅｵｺ ｵｵﾀ ｲﾎｺ ｺﾝﾄﾞｳ ﾁﾅﾂ

関根 理央 古家 翔香 中澤 瑠来 石澤 梨杏 服部 紀美子 露木 直子 太田 依布子 近藤 千夏
紫あやめ36 紫あやめ36 朝霞ＰＧ 昭和の森 古河GL 千葉よみうり 昭和の森 紫あやめ36

1日目ｽｺｱ 73 1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 89 1日目ｽｺｱ 89 1日目ｽｺｱ 89 1日目ｽｺｱ 90

ｶﾂﾐ ｱｽﾞｻ ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾐ ｳｴﾀｹ ﾅﾙﾐ ｲﾅｶﾞｷ ﾅﾅｺ ｴﾝﾄﾞｳ　ﾖｼｴ ｵｷﾞﾊﾗ　ﾕﾐｺ ｷｼﾞﾏ　ﾁｱｷ ﾑﾗｶﾐ ﾐｶ

勝見 梓 小林 亜美 植竹 愛海 稲垣 那奈子 遠藤 芳江 荻原 由美子 木島 千晶 村上 美佳
三井の森 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 紫あやめ36 ｳｨﾝｻﾞｰ 八千代 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 八千代 ｳｨﾝｻﾞｰ

1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 88

参加人数：女子アマ　６４人（ＯＵＴコース） ｵ　ﾁｮﾝｽｸ ｱｵｷ ﾓﾓｺ ｵｶﾀﾞ ｶｵﾘ ﾄｳｼﾞﾝﾊﾞﾗ ｼﾞｭﾝｺ

　　　　　　 女子ミッド　７９人（ＩＮコース） 呉 鍾淑 青木 ももこ 岡田 かおり 唐仁原 純子
ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 鹿島南蓼科 紫あやめ36 昭和の森

1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 86

ﾅﾂﾔﾏ ﾙｲ ｸﾘﾊﾗ ﾐｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞｴ ﾃﾗｳﾁ　ｱｽﾞｻ

夏山 ルイ 栗原 美紀 小林 信英 寺内 梓
ｳｨﾝｻﾞｰ 昭和の森 古河GL ｼｰﾄﾞ：ﾊｰﾓﾆｰ

1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 82

ﾊﾔｼ ｼﾞｭﾝｶ ｻﾄｳ ｱﾔｶ ﾀｼﾞﾏ ﾕｳｺ ﾐﾅｶﾜ ﾐﾖｺ

林 純花 佐藤 綾香 田嶋 優子 皆川 三代子
霞南ＧＣ ｳｨﾝｻﾞｰ 古河GL ｳｨﾝｻﾞｰ

16 9:42 17 9:42

18

20 10:09

9:51

19 10:00

14 9:24 15 9:24

15 9:33 16 9:33

12 9:06 13 9:06

13 9:15 14 9:15

調　　整　　時　　間

11 8:57 12 8:57

10 8:39 11 8:39

調　　整　　時　　間

8 8:21 9 8:21

9 8:30 10 8:30

6 8:03 7 8:03

7 8:12 8 8:12

4 7:45 5 7:45

5 7:54 6 7:54

2 7:27 3 7:27

3 7:36 4 7:36

-

1 7:18 2 7:18

7:09 調　　整　　時　　間 1 7:09

全日本女子アマチュアゴルファーズ選手権　東日本地区決勝

２日目ペアリング
開催コース：ウィンザーパークゴルフアンドカントリークラブ 2018年5月10日(木)

OUT IN

組 組

全日本女子ミッドアマチュアゴルファーズ選手権　東日本地区決勝


